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 アドレス帳で連絡先を管理する
アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

◎ アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して
しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす
すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お
よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ
らかじめご了承ください。

アドレス帳に 登録する

1 待受画面で&（1秒以上長押し）
アドレス帳登録画面が表示されます。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集
 アドレス帳No. 000～999の数字
 名前 全角12／半角24文字以内
 読み 半角24文字以内
 電話番号1～3 36桁以内、電話番号属性7種類
 通常使用電話番号 電話番号を2つ以上登録したときの優先

的に使用する電話番号を指定
 Eメールアドレス
1～3

半角64文字以内、Eメールアドレス属性
6種類

 通常使用Eメール
アドレス

Eメールアドレスを2つ以上登録したと
きの優先的に使用するEメールアドレス
を指定

 グループNo.、
グループ名

20グループ
• 指定しない場合は「00：グループ設定
なし」に登録されます。

 住所 全角40／半角80文字以内、住所属性3
種類

 GPS情報 「現在地」「新規スポットの検索」「Myス
ポット呼出」「データフォルダ呼出」
▶P.138「他の機能でGPS情報を付加
するには」

 URL 半角256文字以内
 血液型 「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
 誕生日 0000年1月1日～9999年12月31日
 星座 13星座と「なし」
 趣味 全角10／半角20文字以内
 メモ 全角40／半角80文字以内
 画像 「データフォルダ」
 着信画像設定 「ON」（着信時に登録した画像を表示）

「OFF」
 着信設定 着信音一括設定 各着信種別ごとに「個

別指定」「指定なし」
▶P.207「音／バイ
ブ／ランプの設定
を変える（M2）」

音声着信音
Eメール受信音
Cメール受信音
バイブレータ
着信ランプ

  シークレット登録 アドレス帳の内容を表示しないように設
定します。
「ON」「OFF」
• 「ON」に設定すると、「シークレット
（M427）」を「ON」に設定したときに
表示できます。

3 &（完了）
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◎ アドレス帳一覧画面（▶P.74）で%（メニュー）→［新規登録］と操作しても
アドレス帳登録画面が表示されます。

◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎ 新規登録のアドレス帳No.には、空いているアドレス帳No.のうち最も小さ
なアドレス帳No.が自動的に入力されますが、「000～999」のうち空いて
いるお好きなNo.に変更できます。

◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着
信音の設定は有効になりません。

一度登録したアドレス帳の修正
◎ アドレス帳詳細画面で&（編集）を押すと、元のアドレス帳の内容を使って
新規のアドレス帳が登録できます。

他の機能からアドレス帳に 登録する
他の機能で表示した名前／電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／
URL／画像などを利用します。

1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う
2 新規登録 選択した登録項目が設定された状態でアドレス

帳登録画面を表示します。
▶P.73「アドレス帳に登録する」

追加登録 アドレス帳を選択し、追加登録します。
• 電話番号またはEメールアドレスの場合は、追
加登録先を選択します。

aで登録先のアドレス帳を選択→c→追加登
録先を選択→c→電話番号属性／Eメールアド
レス属性を選択→c→通常使用に設定する電
話番号またはEメールアドレスを選択→c→
［YES］

 グループを編集する
アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに
グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール
受信、グループCメール受信などを設定できます。

1 アドレス帳一覧画面（▶P.74）→%（メニュー）
→［グループ設定］

2 グループ着信 着信音を設定
グループを選択→c
▶P.207「音／バイブ／ランプの設定を変
える（M2）」

グループ名編集 グループを選択→c
グループ名全角8／半角16文字以内、
グループアイコン20種類

グループ表示画面 「名前順」「アドレス帳No.順」

◎ 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけて
いない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。

◎ 個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先され
ます。

アドレス帳の登録内容を利用する
アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送
信したりできます。

1 待受画面で&
アドレス帳 一覧画面が表示されます。

《アドレス帳一覧画面》
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2 aでアドレス帳を選択→c（詳細）
選択したアドレス帳 詳細画面が表示されます。

《アドレス帳詳細画面》

登録した 電話番号を利用する

1 待受画面で&→アドレス帳を選択→c（詳細）

2 電話番号を選択→c

→［発信］／［184発信］／［186発信］／［Cメール作成］

◎ 操作2でcの代わりにNを押しても電話をかけることができます。
◎ アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択してNを押しても電話をかける
ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて
いる場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。

登録した EメールアドレスにEメールを送る

1 待受画面で&→アドレス帳を選択→c（詳細）

2 Eメールアドレスを選択→c

3 Eメール作成 ▶P.87「Eメールを送る」
デコレーション
メール作成 

▶P.89「デコレーションメールを送る」

◎ アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択してLを押すと、送信メール作成
画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の
場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

登録した 住所／ GPS情報を利用する

1 待受画面で&→アドレス帳を選択→c（詳細）

2 「住所」「GPS情報あり」を選択→c
「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用でき
ます。
「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されま
す。

地図表示 地図を表示します。
▶P.132「EZナビウォークを利用する」

Myスポット
へ登録

GPS情報をMyスポットに登録します。

Eメール作成 GPS情報をメール本文に添付して、Eメールを
作成します。

デコレーショ
ンメール作成

GPS情報をメール本文に添付して、デコレー
ションメールを作成します。

GPS情報詳細 登録されているGPS情報の詳細を表示します。
※ 「メモ」に登録したURLを選択してcを押すと、「EZwebで接続」「お気に入りへ登録」
「URLコピー」を選択できます。

アドレス帳を 検索する
名前の読みがな、アドレス帳No.、グループの並び順画面を表示して呼
び出したいアドレス帳を検索します。

1 待受画面で&→&（検索）

2 名前検索 検索したい名前の読みを入力して検索します。
• 半角カタカナ／半角英数字記号24文字ま
で入力できます。

• 読みの五十音順でアドレス帳が表示されます。
キーワード検索 読みに含まれているキーワードで検索します。

• 半角カタカナ／半角英数字記号24文字ま
で入力できます。



76

ア
ド
レ
ス
帳

グループ検索 アドレス帳が登録されているグループの一覧
から検索します。

アドレス帳
No.検索

アドレス帳No.で検索します。

画像検索 画像の一覧から検索します。
電話番号検索 電話番号の一部を入力して検索します。

アドレス帳の メニューを利用する
アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるメニューには、次の機
能があります。

1 アドレス帳一覧画面（▶P.74）／詳細画面（▶P.75）
→%（メニュー）

2 新規登録 アドレス帳を新規登録します。
▶P.73「アドレス帳に登録する」

Cメール作成 ▶P.110「Cメールを送る」
Eメール作成 ▶P.87「Eメールを送る」

▶P.89「デコレーションメールを送る」デコレーション
メール作成
EZwebで接続 ▶P.118「EZwebを利用する」
編集 ▶P.73「アドレス帳に登録する」
Eメール添付 アドレス帳の内容を添付データにして、Eメー

ル／デコレーションメールを作成します。
「1件選択」「複数件選択」
▶P.87「Eメールを送る」
▶P.89「デコレーションメールを送る」

デコレーション
メール添付

データフォルダ
へコピー

アドレス帳をvCard形式でデータフォルダ
に保存します。
「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」
▶P.182「他の機能からデータフォルダに
コピーする」

 赤外線送信 選択したアドレス帳を送信します。
「1件送信」「全件送信」
▶P.185「各機能のメニューから赤外線で
送信する」

au one
アドレス帳

▶P.77「au one アドレス帳のサーバにア
ドレス帳を預ける」

ペタメモ登録 ▶P.199「ペタメモを登録する」
 アドレス帳設定 登録件数確認 アドレス帳の登録件数が

表示されます。
表示画面設定 アドレス帳一覧画面

（▶P.74）のタブ表示を
切り替えます。
「名前順」「アドレス帳
No.順」（100の位ごとの
タブ）「グループ順」

グループ設定 ▶P.74「グループを編集する」
 文字サイズ変更 「中（1行）」「中（2行画像あり）」「中（2行画

像なし）」「大（でか）」
削除 アドレス帳を削除します。

▶P.66「データを削除する」1件削除
 シークレット一時
設定

すべてのシークレット登録のアドレス帳を
一時的に表示します。

一括送出 通話中にプッシュ信号として送信します。

◎ メニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のメニューでは選択できる項目
が異なります。
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  au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 
預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに
預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。
au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによ
りパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

1 待受画面で&→%（メニュー）
→［au oneアドレス帳］→ロックNo.を入力→c

2 保存 サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しま
すか？」で「YES」を選択するとサーバ上のアド
レス帳を追加／上書き／削除します。

データを戻す サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しま
すか？」で「YES」を選択するとサーバのデータ
でE07Kのアドレス帳を追加／上書き／削除し
ます。

データを見る サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
自動保存設定 E07Kのアドレス帳データをサーバに自動保存

するかどうかを設定します。
• 「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定
されます。

※ 各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。

◎ 携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータは
すべて削除されます。

◎ 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存
するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますの
でご注意ください。

◎ 追加／上書き／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
◎ 「EZweb制限（M422）」が設定されている状態ではEZweb制限がかかりま
す。EZweb制限を解除しないと保存はできません。

◎ シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。

◎ アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できませ
ん。

◎ アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できな
い場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻す
ことはできません。

◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワード
のロックをかけることができます。

◎ データフォルダに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となりま
す。

◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとE07Kで差異が
あった場合は、E07K側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行
われます。超えた分のアドレス帳に関しては、E07Kとサーバ間でのデータ
のやりとりは行われず、E07Kのアドレス帳に上書きされることはありませ
ん。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削
除されE07Kのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。

◎ au one アドレス帳に保存したデータをE07Kに戻しているときに、電池残
量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、
着信設定などの設定が解除される場合があります。

よく通話する相手を ペア機能に 登録する
よく連絡する相手の方（最大3件）をアドレス帳から選択してペア相手
に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり
できます。ペアメニュー画面にはバロメータデザインが表示され、ペア
相手との通話やメール頻度に合わせて表示が5段階に変化します。

1 待受画面でN
ペア登録確認画面が表示されます。

2 sで登録先を選択→［YES］
アドレス帳の一覧画面が表示されます。

3 アドレス帳を選択→c
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◎ アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、
操作 3 でcを押した後、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレス
を選択する画面が表示されます。

◎ ペア相手に登録すると、アドレス帳には  が表示されます。

ペア機能を 利用する
登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面でN→sでペア相手を選択

2 jで項目を選択→c

電話 電話番号に電話をかけます。
Eメール Eメールアドレスを宛先とした送信メール作

成画面を表示します。
▶P.87「Eメールを送る」

Cメール 電話番号を宛先としたCメール作成画面を表
示します。
▶P.110「Cメールを送る」

登録・変更 ペア相手を変更します。
確認・解除 ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認・解除

します。
• %（解除）→［YES］と操作すると、ペア相手
が解除されます。

◎ ペアメニュー画面で&（デザイン）を押すと、バロメータデザインを変更で
きます。

 ワンタッチダイヤルで電話をかける
ペア相手に登録している電話番号には、1～3を1秒以上長押し
するだけで電話をかけることができます。

1 待受画面で1～3（1秒以上長押し）

◎ 1～3を押した後にNを押しても、ペア相手に電話をかけることが
できます。
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